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SALC 体験談
荘田葵（2019年３月卒業）

の理由を皆さんに伝えたいと思います。
―理想と現実とのギャップ―
まず私がAPUに入学した理由は、今後ますますグローバ
ル化していく社会で警察官として役に立ちたいと思ったから
です。しかし、APUに入学した当初は英語の授業について行
くのに必死で、国際生と上手く意思疎通することもできませ
んでした。このままでは、APUで十分な英語力を身につける
ことも、自分の夢を叶えることもできないと思い、SALCに通
い始めました。
―SALC活用方法―
• 私
 は主にSALCで、自分で書いたレポートを提出する前に
添削してもらい、文法の間違いを指摘してもらうようにして
いました。またレポートの書き方のパターンを教えてもらう
ことで、テーマにあったレポートが書けるようになり、英語
開講の課題も困らないようになりました。
• 他
 にも、授業内で自分の意見を英語で伝えることが苦手
だったので、簡単なフレーズで自分の意見を伝える練習を
してもらいました。それによって、授業内でも率先して発言
できるようになり、国際生とのセッションにおいてもお互い
の意見交換が上手くいくようになり、良い関係が築けるよう
になりました。
• 三
 回生の時には、就職活動に向けてTOEICの勉強をして
おり、当時の自分に足りない能力を判断し、それにあった
参考書を提案してもらいました。勉強を進めていく上でわ
からない問題の解説や、解き方のコツを教えてもらいまし
た。
このように、SALCには決まった勉強方法がなく、PAさん
やLAさんに一対一で教えてもらうことができるので、自分の
したい勉強を自分にあった形でサポートしてもらえます。そ
れによって、自分の苦手な部分や得意な部分もわかるので、

①Haley
② Dancing hula, baking,
traveling
③ Let's meet in the SALC and
discover new and fun ways to learn
English together!
①Anuka
② Singing, reading, watching
Anime and good movies, and
then having discussions about
these movies and readings and the
various concepts they used.
③ Come visit us at the SALC anytime,
and let's work together in finding the
best and most enjoyable way for you to
learn the English language.
①Micah

② Board games, video games,
and sports
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効率的に英語力を伸ばすことができ、勉強のモチベーション

ことは後々知りました。）

をあげることができます。またAPUの４年間を通して、英語

3.PAとのスピーキング練習
（日常的な会話、趣味や映画のこと）

の勉強の悩みは変わっていきますが、SALCではその都度ベ

―英語を好きだなと感じられた瞬間―
私がSALCに通って感じたことは、やはり英語が好きだと

―夢の実現のために―

私はSALCのおかげで、幼い頃からの夢が叶いました！そ

①Name②Hobbies ③Message

s

ストなサポートをしてくれます。

夢を叶える一番の近道は
SALC

英語 PAs

e

いうことです。私がAPUに入学した理由の１つは好きな英語

私はSALCで自分にあった英語の勉強をサポートしても

の能力を伸ばすことでした。英語を好きだなと感じるのは、

らったおかげで、念願の警察官になることができ、英語専門

自分の英語が相手に理解してもらえた時や、相手の言って

捜査官として、国際テロや外国人が関わる事件を取り扱かう

いることを理解することができた時です。SALCではその感

仕事につけるようになりました。

覚をたくさん感じることができるため、
「空いている時間は

APUで自分の夢や目標を叶えていくのに、SALCのサポー
トは大きな後押しになります。SALCでPAさんにサポートし

SALCへ！」という気持ちを保つことができました。
―英語がスラスラと出てくる！―

てもらうことが、みなさんの夢や目標を叶える一番の近道だ

SALCに通い始めた後、TOEFLなどの英語の試験を受け

と断言します。まずは、自分の勉強の悩みを相談してみてくだ

ていないため、はっきりと成長した成果を数字で確認するこ

さい。そうすればあなたにとってベストな勉強法が見つかり、

とはできません。しかし、感覚として感じるのはSALCに通っ

今後のAPU生活も大きく変わっていくと思います。

たおかげで、
「英語が出てくる」ということです。
「英語が出

本山隆史（APS２回生）

とではなく、自然と詰まることなく英単語が出てくるというこ

実践的な英語が身につく場
―SALCの「常連客」―

てくる」というのは、英語を完璧に話すことができるというこ
とです。逆にいうとSALCに行かないと、
「英語が出てこな
い」、つまり、英語を話すことができません。また、私の趣味
は、映画や、海外ドラマを見ることで、SALCに通い始めてか

こんにちは。APS現2回生のタカです。

らは、少しですが、字幕との照らし合わせすらできるようにな

私はSALCに秋セメスターから本格

りました。

的に通い始めました。
「秋セメスターで

―今後の英語学習に関して―

はSALCの常連客になる」と友達に宣言していました。その

来セメスターからはいろいろなことに挑戦したいので、忙し

「常連客」になるために時間がある時にSALCに通っている

くなると思います。しかし、英語能力を伸ばしたいという目標

と、
「この記事を書かないか？」と声がかかりました。

は変わらないので、SALCには通い続けたいと思います。

―SALCに通い始めたきっかけは？―
私がSALCに通い始めたきっかけは、一種の危機感から

―新入生に向けての英語学習のアドバイス―
1.英語を楽しむ：私にとっては、国際生と会話をすることです

でした。春セメスターでは授業に専念していたため、SALC

が、テストで高得点を取る、海外映画やドラマを見るなど、人

に通う時間を作ることができませんでした。しかし、秋セメス

それぞれです！自分なりの楽しみ方を発見してください！

ターからは英語の単位を修得し終え、英語の授業を履修す

2.とにかく使う：SALCでPAと話す、国際生と話す、APハウ

る必要がなくなってしまいました。このため英語を使う機会

スのフロアのキッチンで勉強をする、日本語基準同士でも英

が少なくなり、このままでは自分の英語能力が低下すると思

語で話してみるなど。

いました。このような危機感からSALCに通い始めました。

3.英語を好きになれたら最強：言語習得には、やる気が最も

―私がSALCで実践したこと―

大切だと思います。
「英語が好きだ！」という気持ちになれ

1.SALCにいるPeer Advisor （PA）を必ず訪れること

ば、その気持ちにしたがっておこなう行動が自然と英語学習

2.週に３回PAを予約（週に予約できる上限は２回までという

に繋がると思います。

③ Here at the SALC, it's
ok to mess up, it's ok to not
understand something. This
isn't class where every missed point is
a lower grade. This is the SALC where
every missed point is just one more
thing we can learn together!
①Ishtiaque

② Painting, sketching,
reading, soccer, weightlifting,
graphic design.
③ Come and join us to improve your
English in a fun and exciting way! We
are waiting for you at the SALC!
①Kalpana

② Reading, travelling,
running
③ When people tell me,
English is difficult, I show my
dimple, English is simple. Come let’s
make learning English fun and easy!

① Sushim

①Mint

② Photography, reading
books and painting
③ The SALC is not a scary
place. It’s a wonderful place filled
with wonderful humans who are waiting
to give you a wonderful experience.

② Singing, reading, watching
movies, cooking vegan food
③ There is only one way to
improve yourself - Step Forward! Let's
improve English together. It will be a lot
of fun. I promise!!

①Thevu

①Junie

②Reading, watching TV,
listening to oldies music
③ Message: I hope we can
make learning English fun and
interesting!

② Drawing, writing,
travelling and smiling
③ The SALC is by no means an English
classroom. Believe me, you will definitely
learn something new here. Don't hesitate
to drop by and see us!

①Khai

①Rachel

② Photography, playing with

kids, learning psychology
③ When you enjoy yourself,
you can speak English comfortably.
SALC is a great place to practice
language and have fun with everyone.
（1）

② Cooking, reading and
travelling
③ You can’t always wait for the
perfect time to study English. Let’s learn
English together at the SALC because
life is too short to wonder what could
have been.

S e l f - A c c e s s

L e a r n i n g

C e n t e r

TOEFL®/TOEIC®のスコアを上げたい。中学・高校の基礎をしっかりと固めたい。英語が速く読め
るようになりたい。語彙力を増強したい。
リスニングや会話が上手になりたい。あなたの目的に合
った教材を使って、
英語力をメキメキと伸ばしましょう。

集中学習ゾーン
Silence & Concentration Zone

Want to pass the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)? Want to learn more kanji?
Want to enjoy Japanese comics? At the SALC, you can learn the Japanese that you use in
class while opening the door to a world of Japanese you won't find in any textbook.

SALCアクティビティスケジュール

SALC Activity Schedule

言語パートナーを見つけよう。

4/24 （水 5 限）
Q1 ・
Would you like to take part in a SALC
5/15 activity to find a language exchange
partner?（Wednesday, 5th period）

Q2 6/26

言語パートナーを見つけよう。
（水 5 限）
Would you like to take part in a SALC
activity to find a language exchange
partner?（Wednesday, 5th period）

国内学生と国際学生が交流することができるようなアクティビ
ティを英語と日本語で行っています。詳細はキャンパスターミ
ナルに掲載しますので、
興味がある人は確認をしてください。

Japanese PAs

Japanese Peer Advisor Desk
Do you want to improve your
Japanese conversation skills?
Getting in the habit of speaking is
vital. You can practice conversation
with Japanese students and get
used to speaking Japanese.

We hold activities in English and Japanese to facilitate
interaction between domestic and international students.
Details will be posted on the Campus Terminal, so be sure
to keep an eye out for them if you are interested.
上記以外にも追加でアクティビティが増える場合があります。
詳細についてはキャンパスターミナルを確認してください。
Additional activities may be held so please reter to the
Campus Terminal for details.

SALC SNS
SALC の 最 新 ニ ュ ー ス や イ ベ ン ト 情 報 は 随 時 SNS
（facebook・instagram）にアップしますので、ぜひアクセス
してみてください。
SALC news and events are regulary updated on our SNS
(facebook / instagram). Search “apusalc” and check the
latest information!

<Facebook>
*Search “APU SALC”
https://www.facebook.com/apu.salc/
<Instagram>
*Search “apusalc”
https://www.instagram.com/apusalc

相談ブースゾーン
Consultation Zone

英語学習
アドバイザーデスク
英語が上手になりたいけど、
どうやっ
て勉強したらいいのかわからない。
ど
の教材が私にとって効果的？ 伸び悩
み状態が続いていて打開策を探して
いる。そんなあなたのためのアドバイ
スデスクです。

English PAs

英語PA
（ピア・アドバイザー）
デ

英語PAはマンツーマンのセッシ
ポートします。何を話せばいいか
丈夫！ 気軽に私たちに話しかけ
で遊ぶこともできます。

受付デスク
英語で本を一冊読むなんて無理って思っていま
せんか。SALCには、難易度別の多読本がある
ので大丈夫。TOEFL ®のスコアを上げたいなら、
National Geographicの多読本を読んで、
対応
するリーディング問題を解く勉強法がお勧めです。
（2）

SALCの使い方がわからなくても大丈
夫！SALCコンシェルジェがSALCの
活用方法を丁寧に教えてくれますよ。
英語PAとのスピーキング練習・ライテ
ィングサポート・英語学習アドバイザー
との予約もここで取れます。

S e l f - A c c e s s

L e a r n i n g

C e n t e r

AP言語の学習教材を活用
して、
中国語・韓国語・スペイ
ン語・インドネシア/マレー語・
タイ語・ベトナム語の勉強を
加速させましょう。
Come and use AP
language study materials to
accelerate your learning of
Chinese, Korean, Spanish,
Malay/Indonesian, Thai or
Vietnamese.

プレゼン&リスニングブースゾーン
Presentation & Listening Booth Zone
言語学習用PCが６台あります。
リスニングやシャドウイング・
音読の練習、
DVD視聴など、
PCを使った言語学習はこの
部屋でどうぞ。
また脚本のある映画もありますので、
それを
読みながら映画を見ることもできます。
There are 6 PCs you can use for language learning.
Feel free to use the PC room to practice listening,
shadowing and pronunciation, or to watch language
DVDs. There are even scripts for some of the movies
here that you can read while watching.

Wishing Tree

英語でMangaを読んだことが
ありますか。Mangaには使える
表現が満載です！ 国際学生さん
が日本語の漫画で日本語を習
得したように、Mangaを英語で
楽しみながら英語が使えるよう
になりませんか。

ボードゲーム
SALCには、
英語を練習するためのボ
ードゲームがこんなにあります。ぜひ
お友達やPAと遊んでみてください。

SALC Schedule

異文化交流ゾーン
Intercultural Exchange Zone

本場の英語ニュースで英語のシャワーを浴びませんか。
SALCでは常時英語ニュースが流れています。英語が上
手になるには、
まず英語に触れる量を増やし、
英語に慣れ
ることです。空き時間はSALCに来て、
英語力＆時事問題
を語る力の向上を目指しませんか。
また週を通して映画
の上映も行っていますので、
ぜひ見に来てください。

2 時限

2nd period
●
●
●

3 時限

3rd period

言語自主学習センター
SALC（サルク）はF棟１階

サルの写真が目印です。

Look for the photo of the monkey.
（3）

5 時限

5th period

6 時限

6th period

Japanese PA：Japanese Practice（３限～６限）

Building F, 1st floor

Reception Desk

4 時限

4th period

英語学習アドバイザー：英語学習相談
英語PA：英語スピーキング・ライティングサポート

Location:

Even if you don’t know how to
use the SALC, just come in. A
SALC PA is here to help you.
You can make a reservation
here for Japanese practice
with a Japanese PA.

スケジュール

月 Mon / 火 Tue / 木 Thu / 金 Fri

英語ニュース

デスク
ションであなたをサ
か分からなくても大
けてください。
ゲーム

Wishing Treeはオリーブの木。
オリーブの木の花言葉は
【平和】
と
【英知】。あなたの言語学習にお
ける目標をWishing Treeに吊る
しましょう。毎日SALCに来て、
目
標を再確認しながら勉学に励む
と、
目標到達がぐっと近くなること
間違いなし。
The Wishing Tree is an olive
tree. The olive tree stands for
peace and wisdom. Why not
hang your language study
goals on the Wishing Tree?
You'll surely achieve your goals
when you come to the SALC
every day and see them on the
Wishing Tree.

SALC Rules
利用ルール

①本の持ち出しは
できません。
②飲食は禁止です
。ただし、異
文化交流スペー
スでのみ飲
み物を飲むことが
可能です。
①Books cannot be
checked out.
② No fo od or d r
in k al lo we d.
Note: Dr in ks are
allowed only
in the Inter cu ltu
ra l Exch ange
Space.

S e l f - A c c e s s

L e a r n i n g

C e n t e r

SALC へようこそ！

− 私たちはあなたの英語学習の旅をお手伝いします。
SALCにはあなたが英語学習の目標を達成できるよ
う、
特別にトレーニングを受けたピア・アドバイザー
（PA）
や英語学習アドバイザー
（LA）
がいるのを知っています
か。中にはPAや英語学習アドバイザーが様々な方法で
お手伝いできるのを全く知らない人も多いのではない
でしょうか。
そこで、私たちは皆さんがここSALCで利用
できるサービスについてのガイドを作成しました。是非
SALCに来てこれらのサービスを試してみてください。

◆PAのサービス
PAは主にスピーキング、ライティング、そして授業の
宿題を個別に手伝うことができます。以下は私たち
が提供しているいくつかのサービスです。

1. トークタイム−スピーキングの個別指導
トークタイムではPAと一緒に次のようなことができ
ます。
◇日常会話の練習をする。
トピックを選んで話したり、ゲームを使ってPAと会
話を楽しむことができます。
◇スピーキングテストの準備をする。
PAは皆さんが授業で受けるスピーキングテストを熟
知しています。あなたと一緒にテストの練習をし、振
り返ることができます。また、PAはあなたのスピー
キングを聞いて、テストでより良い点数を取るための
改善方法をアドバイスすることができます。
◇プレゼンテーションの準備をする。

Japanese PAs

①名前②出身地③趣味④メッセージ

プレゼンテーションの練習をし、PAから本番のた
めに役立つアドバイスを受けることができます。

ないことがあるかもしれません。PAはエッセイの構
成を考えるのを手伝うことができます。

◇TOEFL iBT ® やIELTS TMのスピーキングセク
ションの練習をする。
TOEFL iBT®やIELTSTMの受験を控えていません
か？ぜひPAのところに来て一緒に練習しましょう。
PAはこれらの難しいテストについてもトレーニング
を受けていますので、あなたのスピーキングについ
てフィードバックをしたり、スコアを改善するための
コツについてアドバイスすることができます。

◇ライティングテストの準備をする。
ライティングテストのトピックを知らなかったとして
も、事前に準備をする必要がありますね。PAと一緒
に予想問題を解いたり、テスト用の文章構成を考え
始めましょう。

２.ライティングの個別指導
ライティングについてはPAと一緒に次のようなこと
ができます。
◇エッセイの推敲をする。
英語のクラスのエッセイを推敲することは、ライティ
ングのプロセスの中で重要です。あなたのエッセイ
をより良いものにするための方法やフィードバックを
受けにぜひPAのデスクに来てください。
◇ブレインストーミングをする。
エッセイで何を書いたらいいか迷ったり、何から始
めてよいかわからなくなったりしてしまうことはあり
ませんか？そのような時は、PAと一緒にブレインス
トーミングをしましょう。
◇ライティングの構成を考える。
もしかしたら、エッセイで書きたいトピックはあるけ
れども、どのように説明を書き進めて良いかわから

②北海道 / Hokkaido
③料理 / Cooking
④関わることのできる学 生と日
本 語というものを楽しく学びたい
です！ / I would like to enjoy teaching and
learning it with students!

①森山 量太/Ryota MORIYAMA
②福岡県 / Fukuoka
③書道、
音楽鑑賞 / Calligraphy,
Music appreciation
④こんにちは！量太です！一緒に
言語勉強をしましょう!! 待ってまー
す！ / Hi! My name is Ryota! Let's study
languages together!! I'm waiting for you!!

3. 授業の宿題
英語の宿題が難しくて終わらせることができないかも
しれないと困っていませんか？そのような場合はPAの
ところに来て一緒に宿題をやりましょう。宿題を終わら
せられるだけでなく、英語の練習も同時にできますよ。

◆英語学習アドバイザーのサービス
１.英語学習に関するアドバイジング
英語学習アドバイザーはあなたの学習プロセスにつ
いてアドバイスするためにトレーニングを受けてい
ます。英語学習アドバイザーは、彼ら自身が日本人
の英語学習成功者です。英語を習得しているだけ
でなく、アドバイスや様々な学習方法を皆さんに提
供することができます。みなさんと共に英語学習の
計画を立てたり、目標達成ができず困っている際に
寄り添ってサポートし、学習のモチベーションを高
めてくれるでしょう。英語学習アドバイザーはまた、
英語の学習目標を立てたりあなたに適した教材や
学習方法を提案することもできます。

①馬場 悠葵/Yuki BABA

①吉瀬 翔/Sho Kichise

①野村 彩乃/Ayano NOMURA

②岐阜県 / Gifu
③映画鑑賞 / Watching

②福岡 / Fukuoka
③映画鑑賞、
フットサル /
Watching movies, Playing
futsal
④いっしょに楽しく語学を学んで行きましょう！ /
We’
re gonna improve your Japanese skills
with fun.

②神奈川県 / Kanagawa
③料理、映画鑑賞、旅行、
写真 /
Cooking, Movie, Traveling,
and taking pictures
④皆さんと日本語を楽しく勉強でき
ることを楽しみにしています！ /
I’
m looking forward to studying Japanese
with you!

movies

①久保田 窯/Yo KUBOTA

ニコラス メドレー （SALC 英語コーディネーター）

④初めまして、
ゆうきです。
みなさんの言語学習の可能性を広げるサポート
を楽しみながらしていきたいです。ぜひSALCで
まっています！ / Nice to meet you! I’
m Yuki.
I’
d like to support you guys while having
fun. I’
m waiting for you in SALC.

①酒井日向子/ Hinako Sakai
②福岡 / Fukuoka
③ダンス / Dance
はじめまして。ひなこ
④みなさん、
です。
これからSALCで私と楽しくお話ししましょう！
空きコマの時間など、いつでも気軽に来てくだ
さいねー。みなさんとたくさん勉強できるのを楽
しみにしています！ / Nice to meet you. I'm
Hinako. Let's enjoy talking at SALC. If you
have free time, please join my session!! I'm
looking forward to practicing with you!

①森 葵/Aoi Mori
②大阪 / Osaka
③音楽鑑賞 / Listening
to music
④一緒に楽しく日本語を学びましょう！
何でも相談してね！ / Let's enjoy studying
Japa ne se toget her. I f you have a ny
questions feel free to ask.

英語学習アドバイザー紹介

②埼玉県 / SAITAMA
③インドネシア語とジャワ語の
勉強 / Studying Indonesian
and Jawa language.
④APS 4回生の、
のぞみです。一緒に色々なお話
をしたり、楽しく日本語を勉強しましょう。
どうぞよ
ろしくお願いします。 / Hi, I’
m Nozomi. Let’
s
have a chat with me and enjoy learning
Japanese together.

▪オンライン予約システムの案内

Lindsay Mack 先生
I am one of the Coordinators of the SALC. My specialty is
academic writing and English for Academic purposes, but I am
happy to help students with any aspect of English language
learning. Some of the things we can do together are, make a
English study plan, and identify effective learning strategies
and learning resources. Please come and ask my advice
about your English learning. I look forward to working with you
in the SALC.
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①古井 愛/Nozomi FURUI

（4）

PAとのチュータリングセッションは以下の申込リンクから予約をしてく
ださい。
１週間前から予約が可能です。予約の空き状況は申込画面で確認できます。
予約者がいない場合は、当日ウォークイン（予約なし）でもセッションが受
けられます。
Please reserve a tutoring session with a PA via the
reservation link. You can make an appointment up to one
week in advance. You can see available appointments on
the application page. If there are no appointments for a
time slot we also accept Walk-In Sessions (no appointment).

